
掲載内容は 1/24時点のものです。新型コロナウィルス感染症の拡大状況により、内容に変更が生じる可能性があります。 

掲示板やホームページ、関係者や事務局へ問合わせる等、最新情報を確認するようお願い致します。 

                                                           

                                                              

 

 

 

 

明けましておめでとうございます。 

昨年はコロナ禍の中、夏祭り、秋祭りと、自治会員の皆さんのお陰で無

事行うことが出来ました。まだまだ安心は出来ませんが、今年も皆さん

のご協力をお願いします。今年もよろしくお願いします。 

                     会長 高橋 和也 

 

 

◼ 次期会長選挙及び令和 3 年度（2021 年度）定時総会のお知らせ    

書面による表決となります。詳細は別紙を参照ください。 

◼ どんど焼き 1 月 9 日に開催しました       （詳細は２ページ） 

◼ 個人情報保護に関して具体的な取り組みをスタート（詳細は 2 ページ） 

1 月より運用開始しました。 

◼ 消化器や火災警報器の定期的な確認をしましょう （詳細は 2 ページ） 

◼ いろいろな手口の詐欺にご用心       （詳細は３，４ページ） 

◼ 自治会内での犬のトラブルについて        （詳細は 5 ページ） 

地域社会のルールを守って楽しく暮らせるように協力お願いします。 

◼ 携帯電話用のアンテナ設置について       （詳細は 5 ページ） 

携帯会社が自治会内でアンテナの設置を計画しています。 

◼ 各支部・各地区委員の選出をお願いします      （詳細は 7 ページ） 

支部地区委員の任期は令和 4 年 4 月 24 日の総会までの一年間です。 

◼ 2 月 12 日の「グラウンドゴルフ」は中止と成りました！       

◼ みらいふる会員募集しています         （詳細は 7 ページ） 

◼ 毎月第 3 日曜日はクリーンデイ一斉清掃です            

今年も引き続き皆さまのご協力をお願い致します。 
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行事体育              【三浦、岩城、鈴木、森崎、平沢】 

■1 月 9 日にどんど焼きを開催しました 

当日は天候にも恵まれ、多

くの方に参加頂き有難うご

ざいました。 

理事の皆様も朝早くから準

備頂きご苦労様でした。 

新たな気持ちで新しい年の

スタートです。 

個人情報保護について                          

個人情報保護について、昨年から自治会でも積極的に取り組み、それに伴う

ＩＴ機器充実のためＩＴ対策委員会を発足させ、取り組んでいきます。｢個人

情報取り扱い規定」につきましてはホームページをごらん下さい。 

 

防災                              【小原、皆川】 

１．住宅用消火器について 

住宅内で消火器を備えている皆様、消火器本体にラベル表示

されている使用期限の確認をお願いします。 

一般的な家庭用消火器の使用期限は 8 年程度と言われていま

す。 

期限を過ぎたまま放置しておくと、作動しない或いはガス漏

れなどの事故につながる恐れがあります。消費期限を過ぎた消火器は交換し

てください。 

但し一般のごみ回収には出せません。処分方法はこちらを参照ください。 

消火器リサイクル推進センター (ferpc.jp) 

又鎌倉市ホームページ「よくある質問」⇒「消防・救急 消防」に消火器関

連情報が掲載されていますのでご参照ください。 

2. 住宅用火災警報器（電池式）について 

すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられてから昨年で１０

年。本体や内臓電池の寿命も１０年ほどとされていて鎌倉市では１０

年経過時の本体交換を推奨しています。 

https://www.ferpc.jp/
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まずは動作確認を実施ください。警報器本体のボタンを押すか紐を引いてみ

てください。アラーム音が鳴れば正常です。 

詳しくは鎌倉市ホームページ「防災・防犯」⇒「消防」⇒「火災予防」⇒

「住宅防火関連」をご参照ください。 

防犯                       【亀田、鈴木（康）】 

１． 鎌倉市犯罪発生状況 

令和 3 年度全体ではΔ３２％と減少しています。特殊詐欺の件数は

大幅に減っているものの 8 件発生し、被害額は 1,100 万円でした。 

加藤駐在から 

「12 月の七里ガ浜地区の事件、事故はありませんでした。昨年を振り返りま

すと特殊詐欺の発生は減りました。いまだに前兆電話がありますが、少しず

つ住民の防犯意識が広がってきたのではないでしょうか。これもひとえに自

治会の防犯活動のおかげだと思います。被害者０を目指しましょう。」 

 

２． 特殊詐欺の電話にご注意 

①  子供や孫をかたり……オレオレ詐欺 

・「お金」が「至急」「今日中に」必要である（理由はさまざま）との電話。 

・自分はいく事が出来ないので、友人や会社の上司・同僚が行くのでお金を

渡して ほしいという「手渡し型」が急増。 

・金融機関で預貯金を引き出す時、金融機関の職員から「詐欺では」と注意

されたら、「家のリフォーム代」「車を買った」などと答えるように指示。 

慌てず、冷静になっていったん電話を切り、本人に確認するか家族、警察に

相談をして下さい。 

②  市役所をかたり……還付金詐欺の前兆と思われる電話が増えています 

・「市役所福祉課のものですが、医療費（介護保険）の還付金があ

るので ATM をこちらの言う通り操作するように」。 

・チェックの厳しくなった金融機関ではなく、「コンビニや        

スーパーの ATM を使うように」との指示。 

→市役所には福祉課が無く、職員がお金を返す電話をすることは絶対ありま

せん。 
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→銀行やコンビニの ATM を操作して医療費や保険金が還付されることは絶

対ありません。 

公的年金の支給日に電話が集中しています。一度深呼吸して電話を切り、警

察、家族に相談を。 

③ 警察官やデパートの店員、銀行員などをかたり……カードすり替え詐欺も

急増中 

・「あなたの口座が事件に使われている」「あなたのキャッシュカードが当店

で使われている」「あなたのクレジットカードが不正使用されている」などと

電話があり、「交換するので通帳やカードを家に取りに行く」と言われます。 

→警察や銀行等が自宅にキャッシュカードを取りに行く事は絶対ありませ

ん。 

→購入履歴をみて「不自然」が判明することはありますが、キャッシュカー

ドやクレジットカードの不正使用がその場で判明することはありません。 

見知らぬ人にキャッシュカードやクレジットカードを絶対手渡さない。 

３． 青パト隊活動報告 

昨年 8 月から、新しいメンバーも加わり、青パト隊の見回り頻度が上がって

きました。昨年 8 月から 12 月までの総パトロール回数は 90 回です。青パト

隊の皆様いつも有難うございます。引き続き隊員を募集しています。犯罪抑

止力向上のためにご協力をお願い致します。 

環境                      【中村、加田、村谷】 

●薪ストーブご利用の方へのご注意！（毎年のお願いです） 

薪ストーブの不適切な使用法やメインテナンス不備による煙、臭いに

関して「布団、洗濯物が干せない」「エアコンのダクトから煙が流れ

込んでくる」等、たくさんのクレームが寄せられています。 

ご近所に迷惑がかからないよう、十分にご配慮をお願いいたします。 

●道路にはみ出している生垣、植栽 

歩行者や自動車の通行の妨げになり、事故につながりかねませんので、定期

的な剪定をお願いいたします。 

■ 12 月～1 月の住民協定の申請があり認可された案件（環境対策委員会） 

・東 2-11-4   O 様邸新築工事  

工期：2022 年 1 月～2022 年 6 月    一戸建ての住宅 
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【お願い】自治会内の犬のトラブルに関して                

糞の始末 ほとんどの方にご協力をいただいており感謝しています。時々プ

ロムナードなどの植え込みなど、見えないところに糞が放置されていること

があります。自治会ではプロムナードなどの下草刈りを行ったり、道路の植

え込みを掃除しているボランティアさんもいます。見えないところにも人の

手が入ります。糞の処理は飼い主の方が責任を持って行ってください。 

リードをしっかり  先日リードがついていない犬が飛びかかったという連

絡がありました。県条例では「飼い犬を制御できるものが、飼い犬を丈夫な

綱、鎖等につないで運動させる」と決められています。犬を自由に遊ばせる

所が年々少なくなっています。リ－ドをしっかりつないで運

動させましょう。犬は家族です。子どもにルールを教えるよ

うに教えてあげて下さい。皆さんのご協力をお願いします。 

 

携帯電話用のアンテナ設置について                   

携帯会社が自治会内でアンテナの設置を予定しています。業者には「法律を

遵守した設置と、地域の方々へ説明に回って下さい」とお願いしています。

問題があるようでしたら、業者に説明会を開くよう要望して下さい。 

 

福祉                    【太田、郡司、小松（眞）】  

昨年中は福祉の活動に多数のご参加を頂きありがとうございました。 

今年も楽しくかつ有意義な講座を提供できるよう努めていきます。よろしく

お願いします。 

感染対策へのご協力、ありがとうございます。更なる用心の為、マスク着

用、家での検温、入館時の手指の消毒、上履き持参、体調がすぐれない時は

ご遠慮下さい。福祉スタッフも、これまで以上に、換気、椅子机の消毒や配

置などに努めていきます。いきいきスク－ル、サロンの予約受付は１５人ま

で、電話にて自治会にお申込みください。 

  ♪いきいきスク－ル 毎月第 3 木曜日１０時～１１時（無料） 

    ２月１７日（木）心と身体に効くヨガ 講師 中里恵美子さん 

  ♪いきいきサロン 毎月第 4 火曜日１３時 30 分～１４時 30 分（無料） 

    ２月２２日（火） 消しゴムはんこを作ろう‼  福祉スタッフ 

  ＊写経はコロナが収まるまでお休みします。 
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◆年末までご協力頂いた、歳末助け合い募金は赤い羽根募金と合わせて

15，765 円でした。市のほうへお渡ししました。 

◆新成人のお申込みは、１１名。お祝いの図書カードを成人の日までにお届

けしました。おめでとうございました。 

 

12 月 16 日(木)フルートとピアノの演

奏会が開かれました。 

フルートの演奏者の川添久美子様は七

里ガ浜在住で、地域活動にも熱心に取

り組まれ、今回の演奏会も大変親しみ

やすく、皆様が心地良い音色に耳を傾

けて、しばし心が解き放たれた様なひ

と時を過ごされていました。 

（右の写真） 

12 月 21 日今年最後のいき

いきサロンにてキャンディリ

ース(お菓子をラップで包み

首飾りにしたもの)造りとビ

ンゴゲームを楽しまれまし

た。 

皆様とてもキャンディリース

がお似合いでした。 

（左の写真） 

 

スポーツ推進委員                       【桜井】 

12 月のたよりでご連絡いたしました 2 月 12 日（土）の「グラウンドゴル

フ」は中止と成りました。 

楽しみにしていた皆さん、申し訳ありません。 

 

みらいふる                         【山下】 

みらいふる（老人会）会員募集中！楽しい会です。一度覗いてみて下さい。 

60 歳以上の方ならどなたでも入会できます。 

年会費は 1,800 円 

掲示板に出ているポスターをご覧頂き、みらいふるの会長までご連絡くださ

い。 
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かもめサロン                             

毎週水曜日 12 時～16 時（使用料 100 円） 

今年もかもめサロンは、自治会に合わせて開館をします。 

カムカムエブリバディ！ 

コーヒー・紅茶(150 円)を用意して、お待ちしております。 

 

３R 推進委員             【石川、佐藤、清水、中村（禮）】 

ステーションは皆さまの大切なごみ出し場です。ルールを守って清潔に！ 

⚫ 水曜日の植木剪定材（堆肥などに利用される大切な資源です） 

４５ℓ 相当までの透明又は半透明の袋又はひもで束ねる。 

枝などは長さ 50 ㎝、太さ 15 ㎝以内を束ねてひもで縛る。 

「黒、銀色、麻袋、紙袋、土のう袋などは不可！」 

⚫ 容器包装プラスチック、製品プラスチック、布袋、ペットボトル 

は透明又は半透明の袋にいれて下さい。 

・容器包装プラスチック 収集日：火曜日 

このマークがついたものです。 

お菓子の袋、カップ・パック類・チューブ類など。 

中身を空にして汚れはふき取る。 

・製品プラスチック   収集日：第 2 金曜日 

   「容器包装プラスチック」以外のプラスチックでできている製品。 

・ペットボトル     収集日：水曜日 

このマークのついたボトルが対象です。 

「フタやレベル」は容器包装プラスチックです。 

容器は洗って出してください。    

 

事務局                   【青山、磯崎、水野、龍】 

   各支部・各地区委員の選出をお願いします             

現在の支部地区委員の任期は令和 4 年 4 月 24 日の総会までの一年間です。

次年度（令和 4 年 4 月 24 日～令和 5 年 4 月 23 日）の新委員の選出をお願

いいたします。選出方法は各地区毎になります。お声が掛かりました際には

ご協力をお願いいたします。 
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Topics of the month 

◼ Setsubun is the event held to pray for our happy and 

healthy life. It is held on Feb 3th or 4th. On that day, 

we throw away beans, crying out "Devils out! 

Happiness in!" 

◼ Check your fire extinguishers and fire alarms on a regular basis. 

◼ If you use a wood stove, perform maintenance on the stove before 

using it. 

2022 年２月    FEBRUARY 

今月も「自治会だより」をご覧いただきありがとうございます。 

「自治会三十年の記録」をご存知ですか。平成 13 年（2001 年）4 月に発行

された 30 周年記念誌です。七里ガ浜自治会の創成期からの歴史が詳しく記録

された素晴らしい冊子です。全く何もない土地に諸先輩が引っ越してきて、

小学校、高校、郵便局、消防署、駐在所、商店会、公園そして自治会館を各

方面と交渉しながら築き上げてきた歴史が記録されています。当時を知らな

い方々にも是非読んで頂きたいと思いホームページへ掲載すべく準備を進め

ています。3 月末公開予定。 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 1 2 3 4 5

6 7 メモ

正福寺公園清掃

10:00～

正福寺公園清掃

10:00～

うずら公園清掃

8:30～

かば公園清掃

9:00～

東５丁目公園清掃

9:00～

あざらし公園清掃

10:30～

クリーンデイ 8:00～

・毎月第3日曜日はクリーンデイ一斉清掃です。今月は2月20日（日）です。

・東2丁目公園清掃は各自の都合の良い日時で参加お願いします。（通常8時から1時間程度です）

・東4丁目公園清掃は1月～3月はお休みです。

・東3丁目公園清掃は2月はお休みです。

かもめサロン

12:00～16:00

かもめサロン

12:00～16:00

かもめサロン

12:00～16:00

かもめサロン

12:00～16:00

いきいきスクール

10:00～11:00

心と体に効くヨガ

いきいきサロン

13:30～14:30

消しゴムはんこ

を作ろう

建国記念の日

天皇誕生日

節分 立春

注：グランドゴルフ

は中止となりました。


